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　「もおか観光コンシェルジュ」は、真岡の魅力を発見
し、来訪者に紹介する案内人のことです。今回は、Ｓ
Ｌキューロク館開館一周年記念イベントに合わせて、
ＳＬキューロク館や真岡駅を案内し、ＳＬの魅力をお
伝えします。
【とき】5月 3日（土）～５日（月）の３日間
　午前 10時から午後２時まで（随時受付）
【定員】各コース 1回 5人程度
【受付場所】真岡駅東口前テント【参加料】無料
【参加方法】事前予約または当日申し込み　

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、真岡を体
感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、市民に
よる同好会やサークルなどの組織が主体となり「モオ
カの休日」を開催しています。ぜひお越しください！

リラクゼーション
　簡単なもみほぐしとリフレクソロジ―を体験し
て、元気な体を取り戻しませんか。
【とき】5月 4日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】キューロク館東側テント　【料金】500円

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 モオカの休日開催　　 モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

　光化学スモッグは、風が弱く日射しの強い日の昼
から夕方にかけて発生しやすくなります。
【注意報が発令されたら ･･･】
・屋外での激しい運動を避けましょう！
・もし、目がチカチカしたり、のどの痛みがある
ときは、洗眼やうがいをして安静にしましょう。

【光化学スモッグの発生状況について】
　栃木県が「とちぎの青空」ホームページや携帯電
話サイト、電話応答装置などでお知らせしています。
　真岡市は栃木県「南東部」地域です。
≪とちぎの青空ホームページ≫
【PC用】http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/
　kankyou/hozen/aozora.html
【携帯用】http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/m/aozora/
≪電話応答装置≫ ☎ 028-673-9180

光化学スモッグ光化学スモッグにに注意！注意！

　また、注意報のメール配信を希望
される方は、右記のアドレス（QRコー
ド）を読み取り、空メールを送信し、
登録してください。

【問い合わせ】環境課公害対策係
　☎ 83-8127　FAX83-5896

bousai.tochigiken
-entry@sg-m.jp

真岡市制施行 60周年記念協賛事業真岡市制施行 60周年記念協賛事業

SLキューロク館 開館一周年記念イベント開催SLキューロク館 開館一周年記念イベント開催
　真岡駅東口に新たな観光拠点として「Ｓ Lキューロク館」が開館し、一年がたちま
した。当日は、「見る・食べる・体感する」をコンセプトに、盛りだくさんのイベントで、
多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

 【とき】5月 3日（土）～ 6日（火）
 【開館イベント】午前 10時～午後 3時 30 分
 【会場】SL キューロク館および真岡駅東口駅前広場

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911

■ 3日（土）
　10：00～台若の山車と神輿
　10：10～記念式典：キューロク出発進行　
■ 4日（日）
　11：00～イマキダンシング
　12：30～ Lovely ☆ Candy（ラブリーキャンディ）
　　　　　　※さくら市ご当地アイドル
　13：30～ザ・テイラーズ（農民ロックバンド）　
■ 5日（月）

体験する体験する
■駅長制服の貸し出し　300円
■機関士制服の貸し出し　100円
■キューロクと車掌車の連結走行　300円
■ミニ SLの運行　無料

食べる食べる
■各種模擬店
　焼きそば、焼き鳥、手打ちそば、駅弁、綿菓子、
　クレープ、牛串焼き、ブラジル料理 など

　ヒップホップダンス　① 10：15～ ② 10：45～
　12：50～とちおとめ２５
　13：40～ JB4（バンド演奏）
■ 6日（火）
　尊徳太鼓　① 10：00～ ② 12：50～
　11：00～フラダンス・タヒチアンダンス
　13：20～フラダンス・タヒチアンダンス
　14：00～バンド演奏

見　る見　る平成 27 年度平成 27 年度 真岡市職員募集真岡市職員募集
◇職種・受験資格および採用予定人員
　【職種】土木事務、建築事務　【人数】3名程度
　【受験資格】昭和60年4月2日以降に生まれた方で、
　　高等学校卒業以上の学歴を有し、土木課程、ま
　たは建築課程を履修して卒業した方（平成 27年
　3月卒業見込みの方を含む。ただし、高等学校卒
　業見込みの方は申込できません）
　※日本国籍を有しない方、地方公務員法第 16条
　　（欠格条項）に該当する方は受験できません。
◇試験案内の配布
　総務課（本庁舎 2階）または二宮支所で試験案
内を配布します。試験案内を郵送で請求する場合は、
あて先明記の返信用封筒（A4･ 角 2 サイズで 120
円切手を貼付）を同封し、下記まで請求してください。
市ホームページ（職員募集のページ）からもダウン
ロードできます。
◇受験申し込み方法
　採用試験申込書に必要事項を記入し、5月 26 日
（月）までに下記へ提出してください。
◇試験方法
　１次試験：筆記試験・適性検査
　２次試験：作文試験・面接試験（１次試験合格者のみ）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

県央広域都市圏生活行動実態調査県央広域都市圏生活行動実態調査
　都市計画や交通、防災、環境、福祉
など、今後のまちづくりのための基礎
資料として利用するため、県央広域都
市圏生活行動実態調査を実施します。
　5月下旬に調査票を送付しますの
で、無作為抽出により選ばれた世帯の
方は、ご協力をお願いします。
【内容】「いつ」、「どのような人が」、「どのような目的
　で」、「どのような交通手段で」、「どこからどこへ」
　移動したかなど、ある特定の１日の活動状況を調査
【調査対象日】
　5月 27～ 29日、6月 3～ 5日のいずれか 1日
【対象】 本市を含む７市７町で、無作為抽出により
　選ばれた世帯　※本市では、約5,700世帯が対象
【問い合わせ】県央広域都市圏生活行動実態調査
　　　　　  サポートセンター　☎0120-627-772
　　　　　  真岡市企画課　　  ☎ 83-8102

調査にご協力ください調査にご協力ください

観光協会職員募集観光協会職員募集
【職種】真岡市観光協会幹部候補職員　【人数】1名
【業務内容】真岡市の観光振興を推進する総合的な業務
【勤務場所】真岡市観光協会（真岡市役所内）
【勤務形態・時間】4週 8休のシフト制、午前 8時
　30分～午後 5時 15分（原則）
【雇用期間】7月 1日～H27年 12月 31日
　（平成26年12月31日まで試用期間。勤務成績等
　により平成28年1月1日以降の継続雇用を予定）
【給与】月給300,000円、通勤手当あり（2㎞以上）、
　賞与あり
【受験資格】①被災求職者 ②観光関連企業等でイベン
　ト企画・運営・営業、マーケティング等を経験した方。
　また、他種業務であっても観光振興に活かせる企画
　営業等の経験のある方。 ③観光振興に情熱を持ち、
　知識と行動力のある方 ④コミュニケ－ション能力に
　自信のある方 ⑤パソコンの事務能力を有する方 ⑥普
　通自動車運転免許資格を有する方 ⑦採用後、真岡市
　あるいは周辺市町に居住可能な方 ⑧イベント時の会
　場設営等の屋外作業が可能な方
【応募期間】4月12日（土）～6月11日（水）
【応募方法】①履歴書（自筆、3か月以内の写真貼付） 
　②職務履歴書（A4判用紙） ③小論文「真岡市の観光
　の課題と今後の可能性について」1,600字内（A4判
　用紙1枚） ④東日本大震災の被災県の災害救助法適
　用地域に所在する事業所に雇用されていたことを証
　明する書類、または当該地域に居住していたことを
　証明する書類
【試験方法】1次試験：書類審査　２次試験：面接試験
【あて先・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

　市民の皆さまの市政に対する意見や要望などを、
今後のまちづくりに反映させるため、「市民意向調
査」を実施します。市内在住の 3,000 人の方を無
作為に選び調査票を送りましたので、調査票が届い
た方はご協力をお願いします。
【期限】5月 8日（木）までにご投函ください。
【問い合わせ】
　企画課企画調整係 ☎ 83-8102  FAX83-5896

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください

真岡市制施行 60周年記念真岡市制施行 60周年記念
オリジナルフレーム切手デザイン募集オリジナルフレーム切手デザイン募集
　真岡市では、平成 26 年 10 月 1 日に市制施行
60周年を迎えることから、市内外に広くＰＲする
ため、オリジナルフレーム切手シートを作成します。
　真岡市の魅力を伝えるオリジナルフレーム切手の
デザインを募集します。
◇募集内容　市制施行 60周年記念事業キャッチフ
　レーズ「心を一つに 60年　豊かに真岡　人・夢・
　未来」に沿った、市民の方や市外の方に向けて伝
　えたい情景やお勧め・紹介したい場所・風景など
　の写真・絵画・イラスト（複数応募可）
　※応募作品の返却はいたしません。
◇募集条件
　・作品の大きさは、ハガキ以上Ａ４以内、Eメール、
　　CＤまたはＤＶＤで応募する場合はJPEG形式、
　　フルサイズは１ＭＢまで。
　・ご自身で撮影、製作した未公開のものに限る。
　・受賞した作品の著作権等は、真岡市に帰属する
　　ものとする。
　・受賞作品のデザイン等に関して、若干の修正を
　　加える可能性あり。
◇受賞点数　10 点
◇応募資格　市民の方、市内の事業所にお勤めの方、
　市内に通学されている方。
　※未成年者は、親権者の同意を得ること。
◇応募期限・方法　5月 20日（火）必着。応募用
　紙に必要事項を記入し、作品と一緒に下記へ応募
　してください。（郵送・持参・Eメール可）なお、
　応募用紙は、市役所総合案内で配布、また市ホー
　ムページからもダウンロードできます。

21 歳・41歳を迎える女性の方

女性がん検診無料クーポン券を送付女性がん検診無料クーポン券を送付
　次の年齢の方は、子宮がん・乳がん検診が無料で
受けられます。（ただし、市が実施する検診のみ）　
　対象者の方には、5月末頃に無料クーポン券を発送
します。この機会に自分の体をチェックしましょう。
※クーポン券が届いてから受診してください。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 5年 4月 2日～
平成 6年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 48年 4月 2日～
昭和 49年 4月 1日 41歳

【実施期間】5月1日（木）～平成27年2月28日（土）

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課研修厚生係
　☎ 83-8469　Eメール soumu@city.moka.lg.jp


